平成 21 年９月１日

長五小のみなさん・保護者 様
１２（土）

（藤井さん）

9：30～

～地元野菜を使ったカレー教室～

11：10

日 時
８，９，
15，16
29．30

教室名・主催

場 所

『漢字と計算』（米澤・中小路さん） 図書室
（３Ｆ）
『図書室 開放』(小川・八田さん)
毎週 火・水（8 日から）
火 15:40～ 水 14:40～ 16:10 まで

①『阪急の新駅について学ぼう』

音楽室
（２Ｆ）

（長岡京市まちづくり推進室 末永さん，
増田さん など）
1６（水） ②『親子 パソコン 教室』
（後藤さん）
14:40
～お母さんも一緒に学べます～
～
16:10

会議室
（１Ｆ）

（西田さん）

ルーム
（３Ｆ）

③『ヨーガ 教室』

～ヨーガ・気・整体で
集中力をつけよう～

④『茶道 体験』
（前校長 藤井さん）
～茶道で楽しくマナーを
身につけましょう～

⑤『カメラ 教室』
（金田さん）

やすらぎ

マスター
ルーム
（２Ｆ）
会議室
（１Ｆ）

～デジカメで楽しい写真を撮ろう～

⑥『親子 パソコン 教室』
（高松さん）

会議室
（１Ｆ）

～お母さんも一緒に学べます～

1２（土） ⑦『キッズアロマ 教室』
（本藤さん，中村さん）
～やる気，元気のでる いい香りの
9：30～
11：10

スプレーを作ってみよう～

⑧『オリジナル文房具を作ろう』
（平松さん）
～ いつもの文房具を
きれいに飾ってみよう～

⑨『世界の言葉で遊ぼう♪』
（滝川さん）
～世界の言葉を 歌やゲームや
トランプゲームで おぼえよう～

⑩『勾玉（まがたま）作り』
（増田さん）
～古代人のたからもの，
勾玉を作ろう～

ランチ
ルーム
（２Ｆ）
理科室
（１Ｆ）
やすらぎ
ルーム
（３Ｆ）
図工室
（２Ｆ）

『計算』と『漢字』をドリルを使
って学びます。読書支援・学習支
援 なども相談ください。目標を決
めてやってみましょう。
友岡にできる阪急の新駅について
学び，同時に『乙訓の鉄道の歴史』
や『エコロジー』についても勉強
します。親子でも参加ください。
＊詳細は下にあります。
パソコンの初歩から各自のレベル
に合わせて学べます。お母さんも
一緒にどうぞ。パソコンも準備し
ていますが，持込みも可です。
楽しくヨーガの基礎と呼吸法を学び
ます。
『くり返しの学習方法』での復
習法もお伝えします。親子歓迎。定員
15 名，運動のできる服装で来て下さ
い。タオル・バスタオル持参ください
お茶とお菓子をいただき楽しい時間
をすごします。同時に礼儀やマナー
を身につけ，思いやりの心を学びま
す。ふくさ・腰ひもかベルト・お扇
子 。お菓子代 100 円 定員 20 名
新しいデジカメで楽しい写真を
撮りましょう。デジカメ持参も可
です。校外での撮影も。作品はプ
リントします。親子参加歓迎
パソコンの初歩から各自のレベル
に合わせて学べます。お母さんも
一緒にどうぞ。パソコンも準備し
ていますが，持込みも可です。
運動会に向けて，やる気・元気ので
るオリジナルスプレ-を，自分の好
きな香りを組合わせて作ってみよ
う。スプレーは持ち帰れます。材料
費 100 円，親子歓迎します。
軽量粘土を使って、鉛筆やクリッ
クなどに楽しいデコレーションを
してみよう。エプロン持参，使っ
ている文具持込みも可，親子歓迎
英語・中国語・イタリア語・フラ
ンス語…世界にはたくさんの言
葉があります。歌やゲームに合わ
せて楽しく遊びませんか？プチ
講座もあります。親子参加歓迎
勾玉は古代の人が身につけた美し
い宝物。楽しく簡単に作れてキーホ
ルダーなどになります。材料費
100 円，今回は児童１0 名，親子
でも参加ください

～ボールを使って楽しく遊ぼう～

『キックベース教室』
（音嶋さん，
男子ソフトボールサークル）
５，26
（土）
9:30～
10:30

運動場
（雨天時
中止）
運動場
（雨天時
中止）

足の速い人はもっと速く，走りが
苦手の人には走りのコツを，教え
ます。運動のできる服装で来て下
さい。水筒・タオル持参下さい。

運動場
（雨天時
体育館）

『球 技 遊 び』
（N5 おやじの会）

長五小放課後子ども教室運営委員会
内容・持ち物 など

おいしい野菜カレーを皆んなで
楽しく作ります。野菜づくりの苦
労話や経験談も聞きます。親子歓
迎。定員３０名 持ち物はエプロ
ン，三角巾，材料費 100 円
運動のできる服装で来て下さい。
水筒・タオル（雨天時は上ぐつ）
持ってきてね。親子での参加も大
歓迎です。
“キックベース”は，サッカーボール
を使ってする野球ゲーム。
楽しくよい
運動になります。水筒・タオル，運動
しやすい服装，親子参加歓迎

家庭科室
（２Ｆ）

⑪『ふれあい料理教室』

『 走り方教室 』
毎週 土（今月は２回）
（星野さん・長四中陸上部有志）

１） 安全上「参加カード」を持たせて下さい。カードには緊急連絡先電話番号をお書きください。
２） 行き帰りに十分気をつけるよう，話ししておいて下さい。
低学年の方は，できれば親御さんが一緒に登下校お願いします。
＊『 ①阪急の新駅について学ぼう 』教室 について
１）阪急電鉄が友岡に計画する新駅について，プロジェクタを見ながらお話を聞きます。
２）乙訓の鉄道の簡単な歴史や，鉄道の優れている点，特にエコロジーについても学びます。
３）校区の白地図を用いて，長五小学校や自分の家や長岡天神駅の位置を調べます。
４）ここで聞いた話をもとに，希望する人は新聞を制作します。新聞は現在開催されている「みんてつ き
っづ新聞コンクール」に応募します
５）持ち物は，鉛筆・消しゴム・学校で使っているパスティック・定規・コンパスです。

「すくすく教室」の ホームページ のご案内
１）「すくすく教室」のホームページは http://sukusuku5.com です。
（「インターネットエクスプローラ」→「ファイル」→
「開く」→sukusuku5.com と入れる）
２）アクセスした後は，
「お気に入り」
（ブックマーク）に入
れて下さい。アクセスできなかった場合は，
sukusukufive@yahoo.co.jp まで問い合わせください。
３）内容は順次充実させて行きます。またプライバシーのあ
る写真などには「パスワード」が掛かっています。パス
ワードが必要な方は上記メールまで長五小学校の父兄で
あることが分かる事項（例えば担任の氏名等）を入れて
お申し込みください。
切取って提出下さい

参加申し込み（①～⑪ に申し込む方のみ）
９月８日（火）までに学校に提出して下さい。申し込み多数の場合は調整となります。
①～⑪ 以外の申し込み不要で，自由に参加下さい。

９月１６日（水）

9 月１２日（土）

①

②

③

④

新駅

パソコン

ヨーガ

茶道

⑤

⑥

⑦

カメラ パソコン アロマ

年

組

○を付けてください
⑧

⑨

文具

世界言葉

⑩

⑪

勾玉

料理

児童名（
親子参加しますか？ はい

）
いいえ

